
認定番号 事業者名 事業者所在地 事業所名 事業所所在地 訓練事業種類 認定年月日

1 第1320400017号
特定非営利活動法人
文化学習協同
ネットワーク

東京都三鷹市下連雀一丁目14番3号 コミュニティーベーカリー風のすみか 三鷹市下連雀一丁目14番3号 当該法人が運営するベーカリー内における就労訓練 平成27年9月18日

2 第1310300026号
社会福祉法人
特別区人事・厚生事務組合
社会福祉事業団

東京都港区港南一丁目1番27号
社会福祉法人
特別区人事・厚生事務組合
社会福祉事業団　更生施設塩崎荘

江東区塩浜二丁目5番16号
・清掃業務等を中心とした就労訓練を地域の協力事業所において実施
・施設内外の環境整備・設備管理業務

平成27年10月27日

3 第1311200035号
特定非営利活動法人
コンチェルティーノ

東京都世田谷区上馬二丁目26番8号
特定非営利活動法人
コンチェルティーノ

世田谷区上馬二丁目26番8号 清掃、封入作業、ポスティング等を実施 平成27年12月8日

4 第1320300043号 社会福祉法人徳心会 東京都三鷹市下連雀三丁目26番12号
特別養護老人ホーム
さくらえん

武蔵野市桜堤2丁目8番31号 清掃、介護補助、運転、営繕、事務作業等を実施 平成27年12月17日

5 第1311600057号 社会福祉法人フロンティア
東京都豊島区池袋四丁目29番6号　アクシ
ア池袋204

特別養護老人ホーム池袋ほんちょうの郷・
池袋ほんちょうの郷高齢者在宅サービスセ
ンター

豊島区池袋本町一丁目29番12号 施設内清掃、介護業務補助、利用者への応対、リネン関係作業、事務作業等を実施 平成28年1月14日

6 第1311600064号 社会福祉法人フロンティア
東京都豊島区池袋四丁目29番6号　アクシ
ア池袋204

特別養護老人ホーム
山吹の里・高齢者在宅サービスセンター山
吹の里

豊島区高田三丁目37番17号 施設内清掃、介護業務補助、利用者への応対、リネン関係作業、事務作業等を実施 平成28年1月14日

7 第1310500075号 社会福祉法人フロンティア
東京都豊島区池袋四丁目29番6号　アクシ
ア池袋204

特別養護老人ホーム
文京くすのきの郷・文京くすのき高齢者在
宅サービスセンター

文京区大塚四丁目18番1号 施設内清掃、介護業務補助、利用者への応対、リネン関係作業、事務作業等を実施 平成28年1月14日

8 第1311400084号 社会福祉法人フロンティア
東京都豊島区池袋四丁目29番6号　アクシ
ア池袋204

松が丘シニアプラザ 中野区松が丘一丁目32番10号 施設内清掃、介護業務補助、利用者への応対、リネン関係作業、事務作業等を実施 平成28年1月14日

9 第1311400091号 社会福祉法人フロンティア
東京都豊島区池袋四丁目29番6号　アクシ
ア池袋204

鷺宮高齢者会館 中野区若宮三丁目58番10号 行事の手伝い（テーブルやいすの設営、後片づけ、掃除など）を実施 平成28年1月14日

10 第1311400107号 社会福祉法人フロンティア
東京都豊島区池袋四丁目29番6号　アクシ
ア池袋204

高齢者グループホーム
おさたけ

中野区野方六丁目47番5号 施設内清掃、介護業務補助、利用者への応対、リネン関係作業、事務作業等を実施 平成28年1月14日

11 第1311600125号 社会福祉法人フロンティア
東京都豊島区池袋四丁目29番6号　アクシ
ア池袋204

デイサービス
長崎いずみの郷

豊島区長崎四丁目45番6号 施設内清掃、介護業務補助、利用者への応対、リネン関係作業、事務作業等を実施 平成28年1月14日

12 第1311600149号 社会福祉法人フロンティア
東京都豊島区池袋四丁目29番6号　アクシ
ア池袋204

千川豊寿園 豊島区千川二丁目9番10号 施設内清掃、介護業務補助、利用者への応対、リネン関係作業、事務作業等を実施 平成28年1月14日

13 第1322200161号
社会福祉法人
マザアス

東京都東久留米市氷川台二丁目5番7号
高齢者福祉総合施設
マザアス東久留米

東久留米市氷川台二丁目5番7号 介護保険事業所における介護補助業務、清掃及び弁当配達業務等の訓練 平成28年2月15日

14 第1311300179号
株式会社
アーク警備システム

東京都渋谷区幡ヶ谷二丁目13番6号
株式会社
アーク警備システム本社

渋谷区幡ヶ谷二丁目13番6号
新任警備員に義務付けられている新任教育及び建設現場における交通誘導警備（座学、基礎訓練、現
場訓練等）を実施

平成28年2月25日

15 第1310400191号
特定非営利活動法人
ワーカーズコープ

東京都豊島区東池袋一丁目44番3号
池袋ＩＳＰタマビル

特定非営利活動法人　ワーカーズコープ
東京中央事業本部

新宿区高田馬場三丁目8番5号
安永ビル2Ｆ

統計・調査等の事務業務、総務経理実務の業務補助、イベント運営・参加等に伴う運営補助 平成28年3月8日

16 第1310400207号
特定非営利活動法人
ワーカーズコープ

東京都豊島区東池袋一丁目44番3号
池袋ＩＳＰタマビル

新宿区立落合第四小学校内学童クラブ・落
合第四小学校放課後子どもひろば

新宿区下落合二丁目9番34号
落合第四小学校内

館内の清掃、館内行事の飾りつけ、利用者作品の掲示作業、子どもの見守り 平成28年3月8日

17 第1310400214号
特定非営利活動法人
ワーカーズコープ

東京都豊島区東池袋一丁目44番3号
池袋ＩＳＰタマビル

新宿区立 北山伏地域交流館・児童館 新宿区北山伏町二丁目17番 館内の清掃、館内行事の飾りつけ、利用者作品の掲示作業、利用者の見守り 平成28年3月8日

令和4年9月27日現在

認定就労訓練事業台帳
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18 第1311200226号
特定非営利活動法人
ワーカーズコープ

東京都豊島区東池袋一丁目44番3号
池袋ＩＳＰタマビル

世田谷区立　ほほえみ経堂
世田谷区経堂三丁目6番24号
世田谷区立ほほえみ経堂

身体障害者生活支援 平成28年3月8日

19 第1311200233号
特定非営利活動法人
ワーカーズコープ

東京都豊島区東池袋一丁目44番3号
池袋ＩＳＰタマビル

世田谷区立　すまいる梅丘
世田谷区梅丘一丁目36番2号-101
号室
世田谷区立すまいる梅丘

身体障害者生活支援 平成28年3月8日

20 第1310800243号
特定非営利活動法人
ワーカーズコープ

東京都豊島区東池袋一丁目44番3号
池袋ＩＳＰタマビル

辰巳事業所　大夢 江東区辰巳一丁目2番9号-102号室 放課後等デイサービスに関する業務 平成28年3月8日

21 第1310700253号
特定非営利活動法人
ワーカーズコープ

東京都豊島区東池袋一丁目44番3号
池袋ＩＳＰタマビル

八広はなみずき児童館 墨田区八広四丁目27番8号 児童館、学童クラブに関する業務 平成28年3月8日

22 第1311800266号
特定非営利活動法人
ワーカーズコープ

東京都豊島区東池袋一丁目44番3号
池袋ＩＳＰタマビル

尾久ふれあい館 荒川区西尾久二丁目25番13号 児童館、学童クラブに関する業務、成人高齢レクリエーションに関する業務 平成28年3月8日

23 第1310500273号
特定非営利活動法人
ワーカーズコープ

東京都豊島区東池袋一丁目44番3号
池袋ＩＳＰタマビル

目白台総合センター 文京区目白台三丁目18番7号 児童館、交流館に関する業務 平成28年3月8日

24 第1310400283号
ダーウィンシステム
株式会社

東京都新宿区西新宿七丁目7番6号
トーワ西新宿ビル4階

ダーウィンシステム
株式会社

新宿区西新宿七丁目7番6号
トーワ西新宿ビル4階

ポスティング業務の完了報告書・指示書のパソコン入力及びそれらに付随する業務（チラシ制作、ポ
スティングに係る提案業務等）等の一般事務、ポスティング業務

平成28年3月22日

25 第1311900294号
企業組合
労協センター事業団

東京都豊島区東池袋一丁目44番3号
池袋ＩＳＰタマビル

病体生理事業所
板橋区大山金井町48-2
株式会社医療共済社2Ｆ

・産業廃棄物の回収、運搬
・検体の集配　・依頼書の印刷　・清掃

平成28年4月28日

26 第1311900300号
企業組合
労協センター事業団

東京都豊島区東池袋一丁目44番3号
池袋ＩＳＰタマビル

小豆沢事業所
板橋区小豆沢1-9-20
佐竹荘1階A号室

・病院内の清掃業務 平成28年4月28日

27 第1311900317号
企業組合
労協センター事業団

東京都豊島区東池袋一丁目44番3号
池袋ＩＳＰタマビル

パル板橋
板橋区栄町21-12
青木ビル1F

【通所会議業務の補助】
・高齢者の話し相手・見守り
・食事の配膳・下膳
・車いす移動、移動介助
・送迎車の添乗
・レクリエーションの進行
・施設内の清掃、洗濯、ごみ出しなど
　【公園の清掃業務】

平成28年4月28日

28 第1311600323号
企業組合
労協センター事業団

東京都豊島区東池袋一丁目44番3号
池袋ＩＳＰタマビル

西部リングス
豊島区東池袋1-44-3
池袋ISPタマビル8階

・池袋西口 駅前清掃
・社員食堂の調理補助等
・ハウスクリーニング補助
・廃食油回収補助
・農作業

平成28年4月28日

29 第1310500334号
企業組合
労協センター事業団

東京都豊島区東池袋一丁目44番3号
池袋ＩＳＰタマビル

いきいき礫川 文京区小石川2-16-1
・入浴、トイレ介助の補助
・食事準備、片付け
・施設内の清掃、整備など

平成28年4月28日

30 第1310500341号
企業組合
労協センター事業団

東京都豊島区東池袋一丁目44番3号
池袋ＩＳＰタマビル

いきいき森川 文京区本郷6-10-6
・入浴、トイレ介助の補助
・食事準備、片付け
・施設内の清掃、整備など

平成28年4月28日

31 第1312100358号
企業組合
労協センター事業団

東京都豊島区東池袋一丁目44番3号
池袋ＩＳＰタマビル

東部1事業所
足立区千住東2-20-11
熊谷ビル2Ｆ

路上、室内清掃、マンション棟の清掃業務 平成28年4月28日
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32 第1311600361号 社会福祉法人フロンティア
東京都豊島区池袋四丁目29番6号　アクシ
ア池袋204

フロンティア本部
豊島区池袋四丁目29番6号　アク
シア池袋204

事務作業、施設内清掃 平成28年7月27日

33 第1312100372号 社会福祉法人愛寿会 東京都足立区入谷三丁目3番6号 特別養護老人ホーム紫磨園 足立区入谷三丁目3番6号
施設内・施設外の清掃、ゴミ出し、食事援助（配膳、下膳、掃除等）、介護物品補充、事務補助（広
報誌作成、在庫管理等）、器具メンテナンス、設備営繕

平成28年8月30日

34 第1320200385号
株式会社
いなげやドリームファーム

東京都立川市栄町六丁目1番地の1
株式会社
いなげやドリームファーム

立川市栄町六丁目1番地の1
農産物の収穫及び選別・洗浄・商品化作業並びに播種・定植・中耕及び除草等
スーパーマーケットでの販売体験
パソコンを使用した日報業務

平成28年9月15日

35 第1311000390号 社会福祉法人愛隣会 東京都目黒区大橋二丁目19番1号 特別養護老人ホーム駒場苑 目黒区大橋二丁目19番1号 特別養護老人ホームにおける生活援助業務（清掃、食事の準備及び片付け、洗濯等） 平成28年9月16日

36 第1312300406号 社会福祉法人東京栄和会 東京都江戸川区西葛西八丁目1番1号 特別養護老人ホームなぎさ和楽苑 江戸川区西葛西八丁目1番1号 屋外・屋内の清掃業務、誘導補助業務、利用者とのコミュニケーション及び介護職員業務補助 平成28年9月30日

37 第1311100410号 社会福祉法人徳心会 東京都三鷹市下連雀三丁目26番12号 総合福祉施設いずみえん 大田区矢口三丁目1番5号 ・清掃・介護補助・運転添乗・営繕・事務補助・地域交流業務等 平成28年10月5日

38 第1320900421号 社会福祉法人合掌苑 東京都町田市金森東三丁目18番16号
特別養護老人ホーム
合掌苑桂寮

町田市金森東三丁目18番16号
介護に係る補助的作業（利用者の誘導（車イス）、利用者の見守り等）
事務作業（パソコン入力、裁断作業、テプラ入力等）
環境整備（洗車、草むしり、窓ふき等）

平成28年10月7日

39 第1311900430号 社会福祉法人福翠会 長崎県諫早市福田町3320番地1
特別養護老人ホーム
板橋の里　英智園

板橋区前野町三丁目45番7号
・朝礼に参加、業務確認
・入浴介助、食事介助、排泄介助、移乗・移動・体位変換
・振り返りシート記入、提出

平成28年10月17日

40 第1321100448号 社会福祉法人まりも会 東京都小平市上水南町四丁目7番45号 救護施設くるめ園 小平市上水南町四丁目7番45号

・施設内外の清掃
・食事の準備・配膳、後片付け
・入浴補助・リハビリ補助（体操・趣味活動等）
・利用者とのコミュニケーション

平成28年10月31日

41 第1321000458号
特定非営利活動法人
エヌピーオー萼

東京都小金井市本町五丁目37番8号 グループホームうてな 小金井市本町五丁目37番8号 ・高齢者介護・施設環境衛生業務・補助調理業務 平成28年10月31日

42 第1330700462号 社会福祉法人緑水会 東京都西多摩郡檜原村2263番3 特別養護老人ホーム桧原苑 西多摩郡檜原村2263番3
・社会人マナー研修
・清掃、洗濯、食事準備
・利用者とのコミュニケーション

平成28年11月7日

43 第1312300475号 社会福祉法人東京清音会 東京都江戸川区北葛西四丁目3番16号 特別養護老人ホーム暖心苑 江戸川区北葛西四丁目3番16号 ・配膳・下膳・シーツ交換・衣類の仕分け整理・レクリエーション補助・話し相手等 平成28年11月24日

44 第1311700481号 アサヒサンクリーン株式会社 静岡県静岡市葵区本通十丁目8番地の1
アサヒサンクリーン株式会社
東京支店

北区上十条一丁目2番地15
・介護分野における基礎的知識等に関する講習
・訪問介護における入浴介護等の介護補助
・報告書作成、訓練内容の振り返り

平成28年11月24日

45 第1311800495号 社会福祉法人エンゼル福祉会 埼玉県越谷市川柳町三丁目60番1 特別養護老人ホームおたけの郷 荒川区町屋七丁目18番11号
・清掃業務（床・窓ふき）
・利用者とのコミュニケーション
・業務の振り返り、日報作成

平成28年12月21日

46 第1311400503号 社会福祉法人武蔵野療園 東京都中野区江古田二丁目24番11号
特別養護老人ホーム
中野友愛ホーム

中野区江古田二丁目24番11号
・食事準備、後片付け
・洗濯物運び、シーツ交換
・利用者との対話を通じたコミュニケーション（傾聴）

平成29年1月17日



認定番号 事業者名 事業者所在地 事業所名 事業所所在地 訓練事業種類 認定年月日

令和4年9月27日現在

認定就労訓練事業台帳

47 第1311400510号 社会福祉法人武蔵野療園 東京都中野区江古田二丁目24番11号
中野区かみさぎ
特別養護老人ホーム

中野区上鷺宮三丁目17番4号
・利用者の食事の準備や片付け
・入浴・排泄介助に要する備品の準備や片付け
・シーツ交換や洗濯

平成29年1月17日

48 第1311300520号 社会福祉法人武蔵野療園 東京都中野区江古田二丁目24番11号
特別養護老人ホーム
渋谷区けやきの苑・西原

渋谷区西原二丁目19番1号
・利用者の洗濯物たたみと仕分け作業
・リネン交換後のシーツ等の仕分け作業
・施設内外の清掃や施設周辺の除草等環境整備業務

平成29年1月17日

49 第1311300537号 社会福祉法人武蔵野療園 東京都中野区江古田二丁目24番11号 渋谷区高齢者ケアセンター 渋谷区神南一丁目8番6号
・施設内の清掃。食事準備、後片付け
・洗濯、ベッドメイキング
・入浴・体操・趣味活動等のリハビリの補助業務

平成29年1月17日

50 第1312000542号 社会福祉法人章佑会 東京都練馬区大泉学園町七丁目12番30号
特別養護老人ホーム
やすらぎシティ東大泉

練馬区東大泉七丁目27番49号
・施設の衛生管理（清掃、整理整頓、リネン交換等）
・レクリエーションやお茶の時間への参加（声掛け、体操や歌への参加）
・日報作成

平成29年1月23日

51 第1320500553号 社会福祉法人徳心会 東京都三鷹市下連雀三丁目26番12号 特別養護老人ホームあゆみえん 青梅市新町九丁目2153番地3 ・清掃・介護補助・運転添乗・営繕・事務補助・地域交流業務等 平成29年1月23日

52 第1321300565号 社会福祉法人村山苑 東京都東村山市富士見町二丁目7番地5 救護施設さつき荘 東村山市富士見町二丁目8番地2 ・清掃・営繕・環境美化・衣類整理・給食配下膳等 平成29年3月24日

53 第1321300572号 社会福祉法人村山苑 東京都東村山市富士見町二丁目7番地5 救護施設村山荘 東村山市富士見町二丁目7番地5 ・清掃・利用者付き添い補助・営繕・リネン関係・事務補助・給食配下膳・環境美化・草刈等 平成29年3月24日

54 第1321300589号 社会福祉法人村山苑 東京都東村山市富士見町二丁目7番地5 特別養護老人ホームハトホーム 東村山市富士見町二丁目7番地5 ・清掃・利用者付き添い補助・営繕・リネン関係・事務補助・給食配下膳・環境美化・草刈等 平成29年3月24日

55 第1321300596号 社会福祉法人村山苑 東京都東村山市富士見町二丁目7番地5 つぼみ保育園 東村山市富士見町二丁目2番地2 ・清掃・保育（児童）補助、営繕等 平成29年3月24日

56 第1321400609号 社会福祉法人村山苑 東京都東村山市富士見町二丁目7番地5 ひよし保育園 国分寺市日吉町二丁目20番地5 ・清掃・大工仕事（修理・直し）・保育（児童）補助等 平成29年3月24日

57 第1321300619号 社会福祉法人村山苑 東京都東村山市富士見町二丁目7番地5 ふじみ保育園 東村山市富士見町二丁目7番地5 ・清掃・営繕・リネン関係・事務補助・給食配下膳・環境美化・草刈・保育（児童）補助等 平成29年3月24日

58 第1321300626号 社会福祉法人村山苑 東京都東村山市富士見町二丁目7番地5
ほんちょう保育園・ほんちょうケアセン
ター

東村山市本町三丁目43番地1 ・清掃・介護補助・駐車誘導・営繕・環境整備等・保育（児童）補助 平成29年3月24日

59 第1320800639号 多摩南生活クラブ生活協同組合 東京都町田市小山ヶ丘二丁目3番地11
多摩南生活クラブ生活協同組合調布セン
ター

調布市国領町三丁目4番3号 ・トラックの積み込み、片づけ・倉庫内整理、清掃・印刷や紙折、帳合い等の事務作業 平成29年3月31日

60 第1320900643号 社会福祉法人町田真弘会 東京都町田市真光寺町1172番地
高齢者グループホーム光の園町田・高齢者
デイサービスセンター光の園町田

町田市真光寺町1172番地
・施設内の清掃、入浴補助・施設外回りの清掃・食事の配膳・下げ膳・花植え、雑草取り等・報告
書・日報作成（PC等使用） 平成29年4月17日

61 第1320900643号 社会福祉法人町田真弘会 東京都町田市真光寺町1172番地
小規模多機能ホーム光の園おおくら・高齢
者グループホーム光の園おおくら

町田市大蔵町257番地1
・施設内の清掃、入浴補助・施設外回りの清掃・食事の配膳・下げ膳・花植え、雑草取り等・報告
書・日報作成（PC等使用） 平成29年4月17日



認定番号 事業者名 事業者所在地 事業所名 事業所所在地 訓練事業種類 認定年月日

令和4年9月27日現在

認定就労訓練事業台帳

62 第1316400669号
特定非営利活動法人
ＢＥＩＮＧ　ＤＯＩＮＧ

東京都豊島区南長崎五丁目29番13号 自転車修理　いむら商会 豊島区南長崎五丁目29番13号 ・自転車磨きと塗装・パンク修理・自転車部品の交換・中古自転車販売と接客 平成29年5月8日

63 第1330510679号 社会福祉法人芳洋会 東京都西多摩郡日の出町大字平井3076番地 特別養護老人ホームひのでホーム
西多摩郡日の出町大字平井3076番
地

・要介護者の間接的介助
・清掃（調理場含む）、リネン関係（シーツ交換等）
・給食配下膳、事務補助等

平成29年5月23日

64 第1312020687号 社会福祉法人芳洋会 東京都西多摩郡日の出町大字平井3076番地 特別養護老人ホームサンライズ大泉 練馬区西大泉四丁目20番地17
・要介護者の間接的介助
・清掃（調理場含む）、リネン関係（シーツ交換等）
・給食配下膳、事務補助等

平成29年5月23日

65 第1311210690号 社会福祉法人大三島育徳会 東京都世田谷区鎌田三丁目16番6号 特別養護老人ホーム　博水の郷 世田谷区鎌田三丁目16番6号
・介護職の補助業務（食事の準備、配膳・下膳、物品補充、レクリエーション補助等）
・清掃業務（各居室の床頭台清掃、手すり清掃等） 平成29年5月31日

66 第1320210704号
企業組合
労協センター事業団

東京都豊島区東池袋一丁目44番3号　池袋
ＩＳＰタマビル

立川事業所
立川市錦町一丁目18番7号　コモ
ド100

・建物、病院内の清掃業務
・駐輪場の整理・安全誘導 平成29年6月5日

67 第1311640718号
特定非営利活動法人
ワーカーズコープ

東京都豊島区東池袋一丁目44番3号　池袋
ＩＳＰタマビル

特定非営利活動法人ワーカーズコープ統合
本部

豊島区東池袋一丁目44番3号　池
袋ＩＳＰタマビル

・事務補助（データ入力、テープおこし、文書管理、印刷、清掃、シュレッダー）
・イベント運営・参加等に伴う運営補助 平成29年6月5日

68 第1311210737号 株式会社世田谷サービス公社 東京都世田谷区太子堂三丁目２５番９号 ミニＳＬ 世田谷区池尻一丁目５番２７号
・施設内外の整備業務
・利用者対応補助業務

平成29年9月21日

69 第1322170747号 社会福祉法人慈生会 東京都中野区江古田三丁目１５番２号 ベトレヘムの園病院 清瀬市梅園三丁目１４番７２号
・事務補助作業（パソコンへのデータ入力）
・中庭環境整備（花壇作り・野菜作り）
・病棟内整備（リネン関係・裁縫・洗面台・車椅子の手入れ）

平成29年10月23日

70 第1311990752号 一般社団法人在宅医療推進協会 東京都板橋区南町１－９－２階 一般社団法人在宅医療推進協会 板橋区南町１－９－２階
・事務所清掃・利用者介護補助・運転添乗・事務補助・地域交流業務

平成29年12月25日

71 第1320550763号 社会福祉法人東京武尊会 東京都青梅市成木一丁目６３４番地７
青梅河辺温泉デイサービスセンター湯梅の
郷

青梅市河辺町十丁目８番地１　河
辺タウンビルＢ　１階

・清掃（床・浴槽・手摺の消毒等）
・昼食（配膳・下膳）
・リクレーション参加補助

平成30年1月22日

72 第1311560771号 社会福祉法人浴風会 東京都杉並区高井戸西一丁目１２番１号 特別養護老人ホーム第三南陽園 杉並区高井戸西一丁目１２番１号
・清掃業務
・施設外環境整備
・介護業務補助

平成30年3月12日

73 第1322500780号 社会福祉法人正吉福祉会 東京都稲城市平尾四丁目１６番地の１ いなぎ正吉苑
東京都稲城市平尾四丁目１６番地
の１

・清掃業務
・設備管理業務等

平成30年4月13日

74 第1310410794号
特定非営利活動法人
東京高齢者就労福祉事業団

東京都新宿区中落合三丁目１８番３号
特定非営利活動法人
東京高齢者就労福祉事業団

新宿区中落合三丁目１８番３号
・屋内軽作業
・公園や道路等の清掃・除草作業

平成30年6月25日

75 第1320550800号 社会福祉法人長淵福祉会 東京都青梅市長淵一丁目９３０番地３ 特別養護老人ホーム　カントリービラ青梅 青梅市長淵一丁目９３０番地３

・清掃業務
・設備管理業務
・介護補助業務
・事務作業等

平成30年8月3日

76 第1311210812号 株式会社世田谷サービス公社 東京都世田谷区太子堂三丁目２５番９号 次大夫堀公園民家園
世田谷区喜多見五丁目２７番１４
号

・施設内外の整備業務
・利用者対応補助業務

平成30年9月20日



認定番号 事業者名 事業者所在地 事業所名 事業所所在地 訓練事業種類 認定年月日
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認定就労訓練事業台帳

77 第1320120829号 社会福祉法人多摩養育園 東京都八王子市八木町８番１１号 光明第二保育園
小金井市貫井南町一丁目１３番１
７号

・施設内外の清掃
・備品管理
・営繕等

平成30年10月15日

78 第1322840831号 社会福祉法人多摩養育園 東京都八王子市八木町８番１１号 光明第六保育園 あきる野市留原５０番地
・施設内外の清掃
・備品管理
・営繕等

平成30年10月15日

79 第1311210815号 社会福祉法人多摩養育園 東京都八王子市八木町８番１１号 光明高倉保育園 府中市分梅町一丁目３１番地
・施設内外の清掃
・備品管理
・営繕等

平成30年10月15日

80 第1311210816号 社会福祉法人多摩養育園 東京都八王子市八木町８番１１号 府中市立介護予防推進センター 府中市分梅町一丁目３１番地
・施設内外の清掃
・備品管理
・営繕等

平成30年10月15日

81 第1321950869号 社会福祉法人正吉福祉会 東京都稲城市平尾四丁目１６番地の１ こまえ正吉苑 狛江市西野川二丁目２７番２３号
・清掃業務
・設備管理業務　等

平成30年11月15日

82 第1321950876号 社会福祉法人正吉福祉会 東京都稲城市平尾四丁目１６番地の１ こまえ正吉苑二番館 狛江市西野川四丁目８番８号
・清掃業務
・設備管理業務　等

平成30年11月15日

83 第1320980881号 社会福祉法人悠々会 東京都町田市能ヶ谷四丁目３０番１号 特別養護老人ホーム　悠々園 町田市能ヶ谷四丁目３０番１号
・施設内外清掃
・施設備品管理
・介護業務補助　等

平成30年11月15日

84 第1321950876号 社会福祉法人悠々会 東京都町田市能ヶ谷四丁目３０番１号 グランハート悠々園 町田市山崎町２０５５番１号
・施設内外清掃
・施設備品管理
・介護業務補助　等

平成30年11月15日

85 第1310160903号 株式会社アイザワ総業
東京都千代田区内神田三丁目１６番９号松
浦ビル３Ｆ

株式会社アイザワ総業
千代田区内神田三丁目１６番９号
松浦ビル３Ｆ

・施設内清掃を中心としたビル管理（フロア清掃・窓ガラス清掃他）
・事務作業等

平成30年12月17日

86 第1320390918号 社会福祉法人とらいふ 東京都武蔵野市関前一丁目２番２０号 とらいふ武蔵野 武蔵野市関前一丁目２番２０号 清掃業務・設備管理業務・介護補助業務・事務作業　等 平成31年1月10日

87 第1322330929号 社会福祉法人武蔵村山正徳会
東京都武蔵村山市伊奈平四丁目１０番地の
２

サンシャインホーム
武蔵村山市伊奈平四丁目１０番地
の２

清掃業務・設備管理業務・介護補助業務　等 平成31年1月21日

88 第1311990936号 日本興志株式会社 東京都板橋区常盤台二丁目１番１７号 日本興志株式会社 板橋区常盤台二丁目１番１７号 各種建築工事補助業務、リフォーム補助業務 平成31年2月22日

89 第1322250944号 社会福祉法人園盛会 東京都羽村市五ノ神３６２番地 特別養護老人ホーム　多摩の里　けやき園 東久留米市弥生二丁目１番１８号 施設内外清掃、備品管理、介護業務補助（傾聴・行事の支援）等 平成31年3月18日

90 第1320630953号 社会福祉法人正吉福祉会 東京都稲城市平尾四丁目１６番地の１ 府中市立よつや苑 府中市四谷三丁目６６ 施設整備及び管理業務、高齢者生活支援業務、基本的介護業務、感染症防止対応等 平成31年4月15日



認定番号 事業者名 事業者所在地 事業所名 事業所所在地 訓練事業種類 認定年月日
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認定就労訓練事業台帳

91 第1311130967号 社会福祉法人善光会 東京都大田区東糀谷六丁目４番１７号 介護老人保健施設　アクア東糀谷 大田区東糀谷六丁目４番１７号 施設内外清掃、施設備品管理、介護補助業務等 令和1年5月13日

92 第1311130974号 社会福祉法人善光会 東京都大田区東糀谷六丁目４番１７号 特別養護老人ホーム　フロース東糀谷 大田区東糀谷六丁目４番１７号 施設内外清掃、施設備品管理、介護補助業務等 令和1年5月13日

93 第1310160989号
ＡＴＵホールディングス株式会
社

福岡県福岡市博多区博多駅前四丁目３３番
１号ＫＭビル３Ｆ

ＡＴＵホールディングス株式会社　東京支
社

千代田区神田和泉町２番地１８美
倉ビル５０１号室

警備業務（イベント警備、交通誘導警備、施設警備）、同人グッズの販売及び在庫管理 令和1年5月13日

94 第1320980997号 社会福祉法人正吉福祉会 東京都稲城市平尾四丁目１６番地の１ まちだ正吉苑 町田市成瀬八丁目１０番１号 清掃業務、設備管理業務、介護業務補助等 令和1年6月4日

95 第1320981000号 特定非営利活動法人みずきの会
東京都町田市本町田２５０７番地４号ハ１
６－１０６

デイサービス　みずきの家 町田市本町田２７９７番地 清掃業務、設備管理業務、介護補助業務等 令和1年7月10日

96 第1312021011号
社会福祉法人キングス・ガーデ
ン東京

東京都練馬区早宮二丁目１０番地２２号 練馬キングス・ガーデン 練馬区早宮二丁目１０番地２２号 清掃業務、設備管理業務、介護補助業務等 令和1年8月30日

97 第1322761020号 誠産業株式会社 東京都羽村市緑ヶ丘三丁目４番７号 誠産業株式会社 羽村市緑ヶ丘三丁目４番７号
就業に係る基本原則（報告・連絡・相談）の訓練
工事・メンテナンスの基本教育及び補助作業等

令和1年12月12日

98 第1321361030号 中高年事業団やまて企業組合 東京都豊島区南池袋二丁目４１番１６号 東村山市立社会福祉センター 東村山市諏訪町一丁目３番１０号
就業に係る基本原則（報告・連絡・相談）の訓練
古本の販売・在庫管理・喫茶スペース作業の補助作業

令和2年2月25日

99 第1311211041号
株式会社ファイヴエーカンパ
ニー

東京都世田谷区松原一丁目３４番１６号 株式会社ファイヴエーカンパニー
東京都世田谷区松原一丁目３４番
１６号

清掃業務全般についての研修、担当者をつけての実習、日常清掃（床清掃・トイレ清掃等） 令和2年8月20日

100 第1311051057号 社会福祉法人三交会 東京都目黒区青葉台三丁目２１番６号 青葉台さくら苑
東京都目黒区青葉台三丁目２１番
６号

清掃業務、環境整備業務、介護補助業務、洗濯業務、事務業務　等 令和2年11月18日

101 第1320471068号 株式会社オルソ
東京都三鷹市下連雀三丁目33番21号吉野三
十三番館３－Ａ

株式会社オルソ
東京都三鷹市下連雀三丁目33番21
号吉野三十三番館３－Ａ

機械を使用した清掃、清掃に関する知識　等 令和4年9月14日

102 第1311051071号 社会福祉法人徳心会 東京都三鷹市下連雀三丁目26番12号 こぶしえん
東京都目黒区下目黒六丁目18番２
号

清掃作業、ベッドメーキング、消毒作業（手すり等）　他 令和4年9月27日


